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角田柳作記念国際日本学研究所を開設
日本と欧米の「日本学」を融合し世界に発信
　早稲田大学文学学術院（学術院長：越川房子）は、スー
パーグローバル大学創成支援事業“Waseda Ocean構想”
の一環で、日本と欧米それぞれの視点・アプローチによって
日本文化研究を融合させる「国際日本学」の世界的拠点と
なることを目指す「角田柳作記念国際日本学研究所」（所
長：李成市文学学術院教授）を2015年1月、開設しました。

“Waseda Ocean構想”では、すでに世界的に高い評価※を
得ている「日本文化学」を先行モデル研究拠点の一つとし
て位置づけており、角田柳作記念国際日本学研究所はその
窓口となって、「国際日本学」の世界標準研究モデル・ネット
ワークを構築し、コロンビア大学やUCLAと人材交流を含
めた研究・教育両面の活動を推進していきます。研究所に

「角田柳作」の名を冠したのは、今から80年以上も前に日本
文化研究のグローバル化に取り組んだ角田柳作に原点を求
めたためです。
　「角田柳作記念国際日本学研究所」は、コロンビア大学
東アジア言語文化学部およびUCLAアジア言語文化学部と
の連携を中核として、文学・演劇・歴史を中心とする分野を対
象に研究・教育両面の活動を推進し、国際日本学の世界展
開推進、国際基準の大学院教育を行う新コース設立、日本文
化を世界に正しく発信する人材を育成する学部教育プログ
ラム設立など、さまざまな活動に取り組んでまいります。そし
て、国際日本学における世界の優れた研究者による研究アラ
イアンスを構築し、早稲田大学を母港に世界規模で活躍する
研究者と学生を結ぶ「知の回遊システム」を実現します。
※�QS�World�University�Rankings�2014：世界36位（国内3位）

　1月9日にリーガロイヤルホテルで行われた開所式には、角田柳作
の弟子であるドナルド・キーン コロンビア大学名誉教授（早稲田
大学名誉博士）が駆けつけ、「角田先生のおかげで意義のある人生
を送れたと思う。93歳ですが、私はまだ習っています、まだ新しく学
んでいます。これは角田先生から学んだことです」などと、学部生時
代に受けた師の教えを語り、同席したハルオ・シラネ コロンビア
大学教授らと研究所の開設を喜びました。

角田柳作記念国際日本学研究所Webサイト

◦http://flas.waseda.jp/jcs-j/左から、李成市所長、橋本周司副総長、
ドナルド・キーン�コロンビア大学名誉教授、ハルオ・シラネ同大学教授

　アメリカにおける日本文化研究の先駆者となった角田柳作
（1877－1964年）は、早稲田大学の前身である東京専門学校文
学科に学び、坪内逍遙らの教えを受けました。中学校教員を経て
40歳を超えてから渡米してコロンビア大学の学生となり、1929年
にコロンビア大学構内に「Japanese�Culture�Center」を設立、
1931年から31年間、同大の講師として日本文化を教え、ドナルド・
キーン氏ら多くの知日派学生が育っていきました。

角田柳作（コロンビア大学にて撮影）
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2014年度早稲田大学リサーチアワード受賞者決定
　2014年度より、独創的研究の推進と
国際的な情報発信力の強化を目的とし
て、早稲田大学リサーチアワードを新設
しました。本アワードには、大規模な研

究を主導的に推進している研究者を表
彰する「大型研究プロジェクト推進

（Large Research Project）」と、国際発
信力の高い研究業績をあげている若手

研究者を表彰する「国際研究発信力
（High-Impact Publication）」がありま
す。このたび、2014年度の受賞者が決定
しましたのでお知らせします。

逢坂哲彌（理工学術院教授）
研究課題：系統安定化用蓄電池システムの劣化診断基盤技術の開発

庄子習一（理工学術院教授）
研究課題：微細加工プラットフォーム実施機関

長谷見雄二（理工学術院教授）
研究課題：木造建築基準の高度化推進事業

林 泰弘（理工学術院教授）
研究課題：エネルギーマネジメントシステム標準化における
　　　　　接続・制御技術研究事業

　　　　　デマンドオンレスポンス実現に向けた国際標準化に係る先端研究

早稲田大学リサーチアワード 大型研究プロジェクト推進 受賞者
WASEDA RESEARCH AWARD（Large Research Project）

岩田浩康（理工学術院教授）

片岡 淳（理工学術院教授）

片山 東（商学学術院准教授）

紙上敬太（スポーツ科学学術院助教）

斉藤一弥（商学学術院専任講師）

薩摩真介（日欧研究機構次席研究員（研究院助教））

周 大江（理工学術院助教）

滝沢研二 （高等研究所准教授）

ファーラー グラシア（国際学術院 大学院アジア太平洋研究科教授）

早稲田大学リサーチアワード 国際研究発信力 受賞者
WASEDA RESEARCH AWARD（High-Impact Publication）

※50音順

2014年度春学期
早稲田大学ティーチングアワード総長賞受賞者決定
　早稲田大学ティーチングアワード
は、優れた教育方法と創意工夫の普及
により、教育の質のさらなる向上を図
るとともに、学生授業アンケートの活
用、活性化およびその質的向上を目指
す一環として、優れた教育を実践して

いる教員に対して授与される賞で、
2014年度から始まりました。本学の正
規科目クラス（複数教員が担当する科
目を含む）の担当教員が対象で、総長
が表彰する早稲田大学ティーチングア
ワード総長賞と学術院長が表彰する

早稲田大学ティーチングアワードがあ
ります。このたび、2014年度春学期の
早稲田大学ティーチングアワード総長
賞受賞者が決定しましたので、お知ら
せします。

早稲田大学ティーチングアワード 総長賞 受賞者

受賞者名 科目名 推薦箇所

田中久稔（政治経済学術院准教授） 経済数学A�01 政治経済学部

尾形哲也（理工学術院教授）
インタラクティブ・センシング 基幹理工学部

橋田朋子（理工学術院専任講師）

福島延久（理工学術院非常勤講師） 数学D（微分方程式）電生2 先進理工学部

藤田精一（商学学術院教授） 経済性分析（夜間主） 商学研究科�ビジネス専攻



進む、大学改革。
多様性、開放性、流動性を備えた
グローバル大学へ
文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」タイプA（トップ型）に採択されたことを機に、
早稲田大学が進める大学改革についてあらためて取り上げます。

“Waseda Vision 150”の策定から2年。改革の進捗はどうなっているか、
今回新たに提案された“Waseda Ocean構想”の狙いは何かをお伝えします。

“Waseda Vision 150”

4つのビジョン
◦ 入試開発オフィスを設置
　多様で優秀な学生を獲得するため、
　新しい入試方法や入試制度の改革に取り組む

◦ 「国際学生寮WISH」を開設
　東日本最大規模・約900名の留学生と日本人が混住し、
　国籍や文化の違いを乗り越え、共に成長する場を提供する

◦ 新研究機構「スマート社会技術融合研究機構」、
　「次世代自動車研究機構」を設立
　「研究の早稲田」を代表する組織として、
　総合大学の強みを生かした分野融合による研究で
　豊かな未来・社会づくりに貢献する

◦ 国内で最も多様性に富むキャンパスづくり　
　700を超える国内トップレベルの協定校を有し、
　留学生受入れ5年連続1位、日本人学生派遣2年連続1位を達成
　（JASSO調査による）

◦ 新3号館竣工
　少人数のゼミ教室、海外との遠隔授業、
　レポート作成や数学統計のチュートリアルなど、
　先進的かつ新しい教育形態を積極的に取り入れる

取り組みの一例

Vision 1 世界に貢献する
高い志を持った学生

Vision 2
世界の平和と
人類の幸福の実現に
貢献する研究

Vision 3 グローバルリーダーとして
社会を支える卒業生

Vision 4 アジアの大学の
モデルとなる進化する大学
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　グローバル化や少子化といった社会
構造の変化は、大学の教育・研究や経
営にパラダイムシフトを起こしました。日
本でも、高校卒業後に直接海外の大学
へ進学する生徒が増えるなど、人材の
流動がダイナミックになると予想される
今後、世界中の優秀な学生・研究者か
ら選ばれる大学となるには、これまで以
上にグローバルな土俵で競争できる教
育・研究や、その土台となる経営を考え
なければなりません。
　2012年秋、早稲田大学は“Waseda 
Vision 150”を策定し、創立150周年を
迎える2032年までのロードマップを示
しました。名実ともにアジアのリーディ
ングユニバーシティとして世界に認めら
れ、世界に貢献する大学となるために
は、教育・研究の質を飛躍的に向上さ
せていかなければなりません。“Waseda 
Vision 150”では、4つのビジョンのもと、
13の核心戦略と69の具体的なプロジェ
クト※を掲げて入学者選抜、教育・研究、
国際展開、大学運営など広範囲にわた
る改革に取り組んでいます。
　改革が言葉だけとならないよう、また
社会の変化を敏感に察知し、反映した
ものとなるよう、2週間に1回のペースで
鎌田総長をはじめとする理事会と核心
戦略の責任者を集め、プロジェクトの進
捗状況や直面している課題などについ
て議論しています。半期ごとに、実行内

容を評価・改善し、次期の計画に反映し
たり、Vision 150推進本部による全体
の進捗の評価・検証を通じてプロジェ
クトの最適化を図っています。
　改革2年目となる現在、全体の進捗
はおおむね予定どおり進んでいます。
初年度の2013年には取り組みの一例
として、入学者選抜を考える入試開発オ
フィス、多面的な“新しい教育”に取り組
むグローバルエデュケーションセンター

（GEC）、大学の理念に基づき、高等教
育に関する研究および授業方法の企
画・開発とその実践を支援する大学総
合研究センターを設立しました。入試開
発オフィスでは、入試制度の抜本的改
革の一つとして、海外の学生が受験し
やすい制度の構築に取り組んでいます。
すでにミャンマーを対象国とした奨学
金給付型の大学院AO入試を行い、優
秀な3名のミャンマー人学生が入学し学
内で活躍しています。GECでは、「基盤
教育」「リベラルアーツ教育」「語学教育」
の多種多様な全学オープン科目を提供
するなど、グローバルリーダー育成のた
めの教育体系を再構築しています。

　このたび文部科学省の「スーパーグ
ローバル大学創成支援」タイプA（トッ
プ 型 ）に 本 学 の“Waseda Ocean構
想”が採択されました。これはダイナ
ミックな頭脳の国際的流動の中で、教

育研究の質と量を飛躍的に向上させ
ることを目指した内容で、本学が進める

“Waseda Vision 150”を加速させる推
進力となるでしょう。
　世界から「日本に早稲田があって良
かった」と認められる魅力的な大学を目
指し、今後はこれまで以上に改革の意
識を全学に浸透させ、人がかわっても
自律的・持続的に改革を進めることの
できる仕組みの構築に取り組んでいき
たいと考えています。
※策定時は75のプロジェクト。

早稲田大学 副総長（学事統括）

橋本周司 理工学術院教授

Profile
はしもと・しゅうじ
1970年早稲田大学理工学部応用物理学科卒業
後、同大学院理工学研究科を経て1977年工学博
士。1991年早稲田大学理工学部助教授、1993
年教授。理工学術院長、理工学部長、理工学研究
科長など歴任。2010年11月より常任理事、2014
年11月より現職。

“Waseda Vision 150”の
進捗

世界の流動のハブとなる
早稲田大学を目指して

創立150周年を迎える2032年に向けた中長期計画“Waseda Vision 150”を2012年に策定した早稲田大学。
橋本副総長に“Waseda Vision 150”の推進状況、今後の展望について伺いました。

Interview
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―世界、未来を見据えたときに、今

の大学の課題は何でしょうか。

森　日本の大学進学率は世界の中で
も高水準を保っています。ただ日本に
比べてOECD（経済協力開発機構）
諸国の大学進学率が大きく伸びてお
り、学ぶ場を求めています。そして、世
界では学ぶ側が教育・研究機関の国
際的な評価に注目して進学・留学先
を選択しています。つまり、現在の大
学は、国際的な競争力が求められて
いるわけです。日本で学ぶことに意義
や価値を見いだせるような国際的に
通用する教育・研究を提供すること
が前提になります。
大野　日本は、明治維新で欧米の文
化や技術を取り入れる際に、すべて日
本語に翻訳し、日本語で学問体系を
整えました。それによって非常に早く
効果的に日本人の教育レベル、技術
レベルが高まった。そう考えると、こ
れまでの日本の教育・研究が悪かっ
たとは思いません。ただし、現在は日
本語で完結してしまっている状況が
逆にハンディキャップになっているこ
とは否めないでしょう。日本語を大切
にしながら、どう国際化に対応してい
くかを考えることが、とても重要だと
思います。

大学のグローバル化は
日本全体の課題

2014年にスーパーグローバル大学事業をスタートさせた文部科学省と、
“Waseda Vision 150”を軸に改革を進める早稲田大学。
対談を通じて、文部科学省の考える日本の大学の姿と早稲田大学の目指す姿の
接点が見えてくるとともに、未来のために今の日本の大学に求められている
グローバル化とは何かを考えました。 （本文内敬称略）

Specia l  d ia logue

早稲田大学 理事
（情報化推進、経営企画）

大野髙裕 理工学術院教授

文部科学省 高等教育局
高等教育企画課長

森 晃憲氏

Profile
もり・あきのり
1986年文部省入省。鹿児島県教育委
員会学校教育課長、在ジュネーブ日本
政府代表部一等書記官、文部科学省学
術機関課長、私学行政課長などを経て、
2014年7月より現職。

Profile
おおの・たかひろ
1978年早稲田大学理工学部工業経
営学科卒業。1988年早稲田大学理工
学部専任講師、1989年助教授を経て、
1995年教授。教務部長、国際部長、留
学センター所長、早稲田ポータルオフィ
ス長などを歴任。2014年11月より現職。
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森　日本の研究者の個々の教育・研
究能力は非常に高いと感じています。
一方で、さまざまな指標を見ると、外
国人教員や外国人留学生の比率と
いった国際社会における人材の流動
性の面で日本は遅れています。その人
材の流動性という部分を支援するこ
とで、日本の大学の国際化を図ってい
かなければならないと考えています。
同時に、日本国内においても、地域社
会がグローバル化に対応していくた
めの人材が求められています。つまり、
高等教育のグローバル化は、日本全
体の課題でもあります。
大野　そうですね。早稲田大学にお
いても、世界の人々の幸せのために貢
献できるグローバル人材を育てること
で、国・文化・宗教的背景による価値
観のぶつかり合いが頻発している現
代社会を良い方向へ導いていけると
期待しています。

―日本の大学が目指すグローバル

化の起爆剤となるのが、今回の「スー

パーグローバル大学創成支援事業」

だと思います。背景や目的、内容につ

いて教えてください。

森　このたび、文部科学省では高等
教育の国際競争力の向上を目的とし
た「スーパーグローバル大学創成支
援事業」を始めました。日本の大学の
世界ランキングを高めることに資する
タイプA（トップ型）と、日本の大学全
体の国際化をリードするパイロットと
なるタイプB（グローバル化牽引型）
の2タイプがあります。本事業の特徴
は、大学におけるグローバル化、教育・
研究の方法や内容の改革と、それを
可能にするためのガバナンス体制の
見直しも含めた10年間の目標を定め
ていただき、改革を進めていただいて
いるところです。
大野　大学に対して「自分たちの存
在意義、使命、戦略を考えなさい」と

いう強いメッセージ性をもったすばら
しい事業だと感じています。かつて
1990年代に銀行が淘汰された際、地
域密着という役割を果たしている地
元の信用金庫などは生き残り、都市
銀行は4つのメガバンクに再編されま
した。大学もそういう競争の時代にき
たのだと思います。規模や伝統にかか
わらず、自分の立ち位置を考えなけれ
ばならないわけです。そういった意味
で、本学は強い覚悟を持ってタイプA

（トップ型）に手を挙げさせていただ
きました。森さんは、10年後の日本の
大学の姿をどのようにイメージされて
いるのでしょうか。
森　グローバル化の面で言うと、現
在よりもさらに海外の教員や学生が
日本の大学を目指して集まるイメージ
です。特にタイプA（トップ型）に関し
ては、世界の一流大学と競い、優秀な
人材を国内外から集め得るような大
学となっていただきたいと考えていま
す。とはいえ本事業に採択された大学
だけがグローバル化すればいいとい
う意味ではありません。本事業をきっ
かけに、各大学独自の取り組みが全

国的に普及し、700を超える国内のす
べての大学がそれぞれの形でグロー
バル化してほしいと考えています。
大野　本学では、創立150周年を迎える
2032年に向けた中長期計画“Waseda 
Vision 150”を2012年11月に発表し、
グローバルリーダーの育成を含めた
改革に取り組んでいます。そこで定義
しているグローバルリーダーとは、必
ずしも国連のようなグローバル機関
で活躍する人材ばかりではなく、どの
国・地域・コミュニティであってもグ
ローバルな視点、グローバルな価値
観を持って活躍できる人材です。そし
て、それぞれの地域のグローバル化
に貢献する人材を育てる大学も数多
く必要ですね。

―“Waseda Ocean構想”につい

てどのように評価されていますか。

森　“Waseda Ocean構想”は、留学
生1万名、留学経験者1万名、10年間で
10万名のグローバル人材を輩出する

これからの日本の大学の
存在意義、使命、戦略

日本の教育制度も含めた
抜本的な大学改革を！

Special Report 進む、大学改革。

先行6モデル拠点の概要図

実績あるモデル拠点から“Waseda Ocean構想”を実現。
国際的評価向上に全学を牽引。

先行6モデル拠点を選定

効果の全学展開

世界水準の
研究者が

循環する拠点

実証政治経済学

健康スポーツ
科学

ICT・ロボット工学 ナノ・エネルギー材料

数物系科学

日本文化学
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という数値目標や、日本文化学をはじ
めとする「先行6モデル拠点」など、非
常に具体的な道筋をイメージされて
いますね。
大野　“Waseda Ocean構想”が目指
しているのは、世界から選ばれる早稲田
大学になることです。選ばれるために
は、グローバルな大学として教育・研
究の質を高めなければなりません。そ
こで「多様性」「開放性」「流動性」
をキーワードとする3つの具体的な目
標と、それを実現させるための6つの
具体的な取り組みを設定しました。さ
らに、教育・研究の質を高めるために、
国際的に評価の高い6モデル拠点を
選定し、先行的に集中投資を行ってい
きます。
森　質という面では、国際的な大学と
しての質保証、つまり日本の大学を卒
業したことが海外できちんと評価さ
れる仕組みを、引き続き整えていく必
要があると考えています。また、大学
の教育・研究を向上させる上で、経験
値の高い外国人教員や優秀な外国人
学生が来ることは人材の流動という
意味でも重要です。
大野　そうですね。教育や研究に多
様な視点を取り入れるために、外国人
教員や女性教員の比率を上げる必要
もあります。例えば先行6モデル拠点
の一つの領域である「日本文化学」
は、これまで往々にして日本人研究者

が日本の中だけで研究し、日本語で
論文を書き、日本語で発信していま
した。ところが気がついてみれば、
アメリカのコロンビア大学がハブと
なり、多くの外国人研究者が日本
文学を研究し、日本人とは全く違
う視点・価値観から『源氏物語』や

『枕草子』といった日本文学を眺め
新しい発見をしていたわけです。日
本文学ですら多様な価値観、多様
な視点が必要なのですね。
森　国際的な大学としての質の向
上のためにも、人材の流動を活発
にさせる仕組みが必要です。文部

科学省では2014年秋に大学設置基
準を改正し、日本でもジョイント・ディ
グリー（複数大学が連携して学位記
を授与）の制度を導入できるようにし
ました。このような仕組みも積極的に
活用し、大学の国際化に取り組んで
いただきたいと考えています。
大野　ジョイント・ディグリーが実現
すれば、質の向上という面で双方の大
学で相乗効果が期待できると考えて
います。お互いが「この大学となら一
緒に何かを実現できる」と思えるため
には、お互いの質を高めなければな
りません。研究者に関しても、複数の
大学で教育・研究を行うジョイント・
アポイントメント（複数の機関に所属
し、双方から報酬を得ることを可能に
する制度）を進めることで、一人の優
秀な研究者を一つの大学が囲い込む
のではなく、早大に招くことも、そして
早大の教員が他大学で教えることも
できるようになります。それが教員へ
の刺激となり、教育・研究の質向上に
つながると期待しています。
森　全学的な大学教員採用システム

大学運営のガバナンスの抜本的改革に向けた数値目標

2015年度 2025年度

外国人教員等
（外国での学位取得者などを含む）

760人
（45.3%）

1,380人
（75.0%）

外国人職員等 93人 173人

女性（教員） 245人 402人

年俸制（教員） 99人（5.9%） 791人（43.0%）

事務職員高度化（外国語力）※
※TOEIC800点以上、海外で学位課程を修了している等

175人（15.6%） 325人（28.9%）

寄付金受入額 35億円 70億円
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の導入や大学運営に関するガバナン
スの抜本的な改革が必要ですね。
大野　法改正も含めて文部科学省に
非常に柔軟に対応していただけるの
で大変ありがたく思っています。「こう
いうかたちで高等教育のグローバル
化を進めるんだ」という不退転の決意
を感じ、非常に頼もしく感じています。
森　早稲田大学は、留学生の受入れ
が国内最大規模など、これまで積極
的にグローバル化を進められており、
大変期待しています。

森　早稲田大学はさまざまな面で
他に先駆けた新しい取り組みをされ
ていると思いますが、今回“Waseda 
Ocean構想”で提示いただいた資金
面での海外の大学との連携は、他大
学にはない特徴的な取り組みですね。
大野　今後、教育・研究の質を向上さ
せるために学費にのみ頼るのではな
く、寄付でも賄える仕組みをつくりたい
と考えています。寄付文化が根づいて
いる海外を見ると、例えばハーバード
大学は寄付による資産を約4兆円保

有し、それを年率10%で運用するこ
とで生み出された約4,000億円の5割
を大学の経常収支に繰り入れ、これ
が全体収入の約半分を占めると言
われています。スタンフォード大学は
約3兆円、イェール大学も約2兆5千億
円の寄付による資産を有しているそ
うです。こうした事例を一つのモデル
として取り入れ、これまで卒業生や国
内の企業など、日本の中だけで募って
いた寄付を、世界中から集まるように
したいのです。そのためにも、海外の
方々が寄付したくなるような魅力のあ
る、選ばれる大学を目指して改革を進
めています。
森　海外の企業から日本の大学へ寄
付となれば、本当の意味で国際的に
評価されている証

あかし

と言えますね。大学
のグローバル化という意味でも、強み
になると思います。また、早稲田大学は

“Waseda Vision 150”という目標を掲
げてすでに改革に取り組んでおられ、
その改革に対して全学的に共有されて
いるとのことですが、“Waseda Ocean
構想”により何か変化はありましたか。
大野　文部科学省の研究大学強化
促進事業（2014年8月〜）やスーパー
グローバル大学創成支援事業（2014
年9月〜）は、私たちの考えるビジョン
をさらに強力に進化させる推進力に

なっています。“Waseda Vision 150”
は2032年、つまり20年後の達成を目
指していましたが、スーパーグローバ
ル大学創成支援事業の場合は10年
で目標を達成しなければなりません。
当然、他大学も10年後の実現を目指
すわけですから、私たちが20年先を
見てのんびりしていたら置いていかれ
てしまう。そういう意味で、スピード感
がつきました。学内を一つにまとめる
という意味でも価値あるものです。

―最後に、今後の展望を踏まえて

読者へのメッセージをお願いします。

森　文部科学省の推進する施策の方
向性としては、グローバル化と地域の
活性化・地域貢献のどちらかを選択
するのではなく、両者ともにさらに充
実させていきたいと考えています。ま
た、家計の負担が大きくなりがちな高
等教育の状況も改善していくことで、
日本の高等教育の発展に努めたいと
思います。これまで日本の大学をリー
ドしてきた早稲田大学には、ぜひグ
ローバル化の対応をいっそう進めて
いただき、その成功モデルを示してい
ただきたいと期待しています。
大野　この改革を進めることで、将
来、本学で学ぶ学生たちにとって世界
につながる素晴らしいチャンスが出て
きますし、卒業生にとっても「スーパー
グローバル大学になった早稲田大学
で学んだ」というプライドが社会で活躍
する際の後押しになるでしょう。現在・
過去・未来のすべての学生が「早稲田
で学んで本当に良かった」と誇りを持
てるような大学を目指したいと思いま
す。また、スーパーグローバル大学創
成支援事業を通して培ったノウハウ
は自分たちの中だけに留めておくので
はなく、どんどん他大学に公開するこ
とで日本の大学全体に貢献していき
たいと考えています。
―ありがとうございました。

世界から選ばれる大学
を目指して

日本の大学を
リードする存在へ

Special Report 進む、大学改革。
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　これまで早稲田大学が築いてきた日本文学・文化の研
究を、広く世界の人 と々展開する時代を新たに迎えていま
す。村上春樹作品を見ても分かるように、日本文化は日本
人だけのものではなく、世界の多くの人々に関心を持た
れています。世界中で享受されるように、外に向けて発信
していくことが求められています。研究の世界も同様で、
これからは世界文化の中の日本文化という新たな視点か
ら考えていく必要があるでしょう。特に研究テーマのユ
ニークさを重視する人文学の世界では、研究力や人柄に
加えて、個性が重視されます。個性をより豊かにするため
には、異なるバックグラウンドの多様な視点を持つ研究
者たちとの交流が効果的です。
　坪内逍遙が文学科を創設して以来、文学、歴史、哲学、
演劇など人文科学系の研究に力を注いできた早稲田大
学では、以前よりコロンビア大学と日本文化に関する高度

な共同研究を展開してきました。2008年には日本文学
コースの博士後期課程学生を対象とするコロンビア大
学とのダブルディグリープログラムを開始。将来、国際
的な日本文化研究を担う優秀な若手研究者の育成を共
同で進めています。また、2014年にはカリフォルニア大学
ロサンゼルス校（UCLA）と連携し、日本文化学のグロー
バル化に取り組むプロジェクトを始めました。世界の優
れた教育・研究機関とコンソーシアムを構成する予定で
す。2015年1月には本学とコロンビア大学の研究連携の
架け橋となった角田柳作氏を記念した角田柳作記念国
際日本学研究所を開設。人文学分野における日本文化
研究の優秀な研究者が行き交い交流する場を設け、開
かれた国際的な拠点をつくりたいと考えています。さらに、

こうした環境に学生たちが身を置くこと
で常に世界を意識しながら日本文化を
考えることができるようになり、良い意味
の国際化につながると期待しています。
　今後の取り組みとしては5年一貫教
育課程の文学研究科「国際日本学コー
ス」の設置と、英語学位プログラムの設
置を検討。早稲田大学が持つ潜在的な
研究力の価値を拡大させていきたいと
思います。

日本文化学 理事（文化推進担当）

李 成市 文学学術院教授（右）

拠点リーダー

十重田裕一 文学学術院教授（左）

早稲田で世界文化の中の
日本文化を考える

スーパーグローバル大学事業において先行的に集中投資を行う
6モデル拠点の中から、「日本文化学」と「ICT・ロボット工学」の
2モデルを取り上げて紹介します。

Pick Up

　早稲田大学角田柳作記念国
際日本学研究所とコロンビア
大学ドナルド・キーン日本文化
センターが、教育・研究活動な
どに関する協定の締結を目指し
ています。1月6日に同センター
のデイビッド・ルーリー所長（写
真中央）が鎌田薫総長を表敬
訪問されました。

10



Special Report 進む、大学改革。

　ICT・ロボット工学において「海外連携」は重要な課題
です。なぜなら、今後必要となってくるICT・ロボット工学
を自動車に次ぐ基幹産業へと引き上げるためには、日本
が世界標準を確立する必要があるからです。そして、研
究の段階から欧米各諸国の研究者と議論を尽くし、概
念や設計について考えを共有しなければなりません。そ
うでなければ、いかに技術が高度であってもガラパゴス
化してしまいます。そして世界との連携を推進できるの
が大学であり、私たち研究者と学生たちです。
　2014年度よりスタートした情報技術と機械工学の連
携を図る5年一貫の学位プログラム「実体情報学博士プ
ログラム」は、「工房」という学問的刺激に満ちた共通の
学舎の中で、学生たちが学科や研究室の枠を越えて実
験やモノづくりを進め、互いに刺激し合うことで学問・研
究分野の一体化を図っています。こうした積極的に連携
する文化は、チームで研究を進める理工系分野の特徴で
あり、特に本学が秀でているところでしょう。かつて私が
大学院生のころに参加したWABOTプロジェクトでも、
機械・電気・応物の3学科4研究室が連携する中で、さま
ざまな刺激を受けました。こうした分野の枠を越えて
融合する“仲間”の輪を、早稲田から世界へ拡大する
ことで、国内外の産業界で活躍するリーダーを育
て、送り出したいと考えています。

　現在、すでにドイツ・ミュンヘン工科大学やイタリア・
SSSAなどの研究拠点と提携を結び、海外の研究者や学
生が本学で共に切磋琢磨する環境が整いつつあります。
スーパーグローバル大学創成支援事業は「海外連携」を
加速させるものであり、年棒制やジョイント・アポイントメ
ント制度が整ったことで、さらに世界トップレベルの研究
チームの誘致が進むでしょう。それらのチームとの共同
研究を広く展開し、その成果を世界へ発信していくこと
で、早稲田大学のICT・ロボット工学の研究力はさらに向
上します。さらに、こうした実績は関連する他の分野であ
る人間工学やバイオエンジニアリングなどの研究力向上
にもつながり、総合大学である早稲田大学の研究力を世
界最先端へと引き上げるものと期待しています。

ICT・ロボット工学
拠点リーダー

菅野重樹 理工学術院教授

分野を越えた
“仲間”の輪を
早稲田から世界へ！

　指導教員の研究室から独立した共通の学舎
「工房」は、バックグラウンドを異にする学生同士
が日々の学究生活を送る場です。学問的刺激に満
ちた空間の中で、アイデアや研究内容について透
明かつインタラクティブな状態を生み出すことで、
異分野の融合研究の発現をサポートします。

学問的刺激に満ちた学び場

「工房」

Lounge

HIROBA

IDOBATA

Personal

ENT
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自分の心を揺さぶられたものに全力で取り  組む
　大学受験で訪れた早稲田キャンパスの
パワー、熱気に圧倒され「ここしかない！」
と直感した。学生時代は“感受性を磨く”
ことに徹し、1年次は毎晩夜中に映画を
5〜6本観ていたため、授業は3限から。
サッカーサークルにも所属しめいっぱい
青春を謳歌した。生活が一転したのは、1本
のマイナーな洋画に心を揺さぶられたのが
きっかけだ。

「父親の影響で幼い頃から映画を観るのは
好きでしたが、作りたいわけではありません
でした。しかしエンドロールに流れた配給
会社の名が目に留まり、自分の目利きで海
外の素晴らしい作品を多くの人に届ける
バイヤー（映画の買付け）という仕事を知っ
たことで、自分の夢が見つかったのです」
　まずは英語力が必要と考え、夏・冬の長期
休暇の度にアルバイトで貯めた私費で語学

留学。4年次にはアメリカ・ウィスコンシン州
のベロイト・カレッジへ一年間の交換留学。
留学先では「舞台芸術」や「映画音楽」な
ど日本にはない授業を選択し、勉強と称し
てオペラやダンス、ライブなど、さまざまな
芸術に触れる日 を々送った。

「どの授業も感受性を磨くことにつながりま
した。映画における音楽効果についての授
業の課題で、30秒の短いシーンに音楽を当
てはめ発表することがありました。映画も
音楽も大好きな自分の発表が一番だと
思っていたのですが、ミッキーマウスの白黒
映画にヒップホップを合わせたクラスメイト
の発表に度肝を抜かれ、映画の奥深さを
学びました」
　海外映画のバイヤーを目指して入った映
画業界では真逆の、邦画のライツビジネス

（著作権ビジネス）に携わり、「男はつらいよ」

松竹株式会社
映像本部 映像企画部 映画企画室
プロデューサー

新垣弘隆さん

Profile
あらがき・ひろたか
大分県出身。2003年早稲田大学教育学部卒業後、
松竹株式会社入社。2005年ライツビジネスの営業
担当などを経て、2014年より現職。松竹稲門会事務
局長。早稲田ラグビーの熱狂的ファンで、試合会場ま
で観戦に行き、4年間練習を重ね最後の試合で10分
間出場した選手の活躍を観て「俺はお前が頑張って
きたこと知ってるからな！」と目頭を熱くさせるほど。
早稲田グッズの収集癖があり、趣味のマラソンの練
習でエンジのジャージを着て荒川を走りながら一人
悦に入って楽しんでいる。

とりあえず行動する。そこから得る気づ  きは多い
　ありのままの自分でいられそうな早稲田
の校風に惹かれて入学。中学から熱中して
いた演劇が盛んなことや、鴻上尚史などの
演劇人を輩出していることも魅力だった。
だからというわけではないが、人間科学部
での4年間は演劇漬けの日 。々誘われるま
まにさまざまな現場に顔を出し、最大で月
に2、3公演を掛け持っていたときもある。

「とりあえずやってみる。そこから学ぶこと

は多いと思います。とはいえ、詰め込みすぎ
て何度もパンクしかかったことはあるんで
すけどね。それも、自分の限界を知るという
意味では必要な経験だったと思います」
　それでも演劇から離れるという選択肢は
考えたことがない。なぜなら強い個性を
そのままさらけ出す演劇人たちが好きだか
ら。また、演劇は自分の進路を見つめ直す
きっかけにもなった。

「舞台の上では、自分がどう演じるかではな
く、どう観られているかが重要です。それ
は、私が興味を持っていた臨床心理学の
考え方にも応用できます。例えば臨床心理の
中で人と向き合う時には、本人がどう思って
いるかだけでなく、周りの人がどう観ている
かという視点が関わってきます。患者さんと
の向き合い方、病気への向き合い方。その
一つの答えが、演劇の中にありました」

3年生の時に初主演を踏んだ舞台「どうしても」の1シーン。
“演者”について理解する上で重要な経験を得た

12

学生生活のなかで身につけた
視点や能力を活かして
活躍している学生と若手校友を
クローズアップして紹介するコーナー。
第4回は大学院人間科学研究科1年の
岡田まりあさんと、松竹株式会社の
新垣弘隆さんにお話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



自分の心を揺さぶられたものに全力で取り  組む
など邦画の旧作を掘り起こす事業に従事。
その一環で巨匠・木下惠介監督の実話を
基にした映画「はじまりのみち」を全くの未
経験ながらプロデュースしたところ、目標以
上の経済効果を表わし、木下作品への注目
が高まった。その実績が認められたのか邦
画製作部門へ異動し、今は2015年8月公開
の映画「日本のいちばん長い日」の製作に
プロデューサーとして奔走している。
　洋画ではなく邦画を扱い、バイヤーでは
なくプロデューサーになり、やりたかったこ
ととは真逆だけど、目の前の仕事に全力で
取り組んできたと笑って話す新垣さん。一
貫して胸に抱いているのは、自分がそう
だったように、人の心を揺さぶる作品を提
供するという夢だ。

「やりたい夢が見つからないのが普通です。
学生には、夢が見つからない自分を肯定し、

自分の感覚を信じて目の前にあることに全
力で取り組んでほしいですね。ゼミ、サーク
ル、アルバイト…何でもいい。無我夢中で取
り組んでいると夢につながります。仕事にな
らなくても、きっと人生の役に立つはず」
　早稲田で学んだことが一生の誇り、もう
一度早稲田で学び、いつか大隈講堂で講
演してみたいと熱弁する新垣さん。多くの人
の心を揺さぶる作品づくりに励んでいる。

米国留学時代にルームメイトのアッサンと。彼は今でも
生涯の親友

大学院人間科学研究科
臨床心理学研究領域 修士課程1年

岡田まりあさん

Profile
おかだ・まりあ
広島県生まれ。2010年早稲田大学人間科学部に
入学。幼い頃から演劇のもつパワーに魅了され、
中・高・大と演劇に打ち込む。中でも高3の時に観た
鴻上尚史の舞台「僕たちの好きだった革命」の衝撃は
大きく、演劇にのめり込むきっかけとなった。今も月に
何度も劇場に足を運び、エネルギーを充電している。
最近のマイブームは「恐竜」で、トリケラトプスが好き。

とりあえず行動する。そこから得る気づ  きは多い
　もっと臨床心理学を追究したいとの思
いから大学院への進学を選択したちょうど
その頃、文化推進学生アドバイザーになら
ないかと声をかけられる。勉強との両立へ
の不安から一度は断ったものの、「現場
に行かなくても演劇と関わる方法がここで
見つかるかもしれない」との考えがむくむく
と沸き起こり、大好きな早稲田文化を盛り
上げる一役を買おうと決意した。
　文化推進学生アドバイザーは2014年4月
からスタートした新しい制度だ。最大の
活動は、10月に行われた早稲田文化芸術
週間への企画立案。学年も学部も学生アド
バイザーになった理由もてんで一致しない
メンバーと、何度も議論し企画を立ててい
く。そのたびに所沢と早稲田を往復した。

「最初に“早稲田文化”とは何かを皆で
真剣に議論したことで、価値観や意見の違

いに気づくことができました。私にとって
早稲田文化とは“演劇”ですが、立場やとら
え方によっては“音楽”や“スポーツ”、ある
いは“講義”も早稲田文化になるわけです。
これまでかかわってきた演劇人たちとは
異なる価値観の人たちと意見を交わし、理
解し合うという経験はとても新鮮でした。
皆、ありのままの私を受け入れてくれたし、
私も皆の考えを受け入れる。さまざまな
立場、状況の方 と々向き合う臨床心理学の
勉強にもつながっていると思います」
　現在はカウンセラーを目指し、週に2日の
授業、4日の現場実習というハードスケ
ジュールをこなしている。岡田さんを突き動
かすのは、苦しんでいる人を助けたいとの
強い思いだ。「人が好き」。素直にそう言い切
る岡田さんにしかできないカウンセリング
で、多くの人が救われる未来が楽しみだ。
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　そもそも私は応用言語学の理論を研
究しており、エジンバラ大学（イギリス）
大学院修士・博士課程の言語学、心理
学、認知科学、人工知能などが組み合わ
さったコースで学びました。さらに、課題
の統計のために自分でプログラミングや
数学を勉強しました。早稲田大学着任
後、“Tutorial English（チュートリアル・
イングリッシュ）”の開発を始め、それを
きっかけに「実践的な教育を実証しな
がら高めていくこと」がいかに重要であ
るか考えるようになったのです。
　早稲田の英語教育は社会で使うこと
を前提とした実用的な英語教育であり、
学生一人ひとりの語学レベルに合わせて
段階的に上達できる仕組みを構築して
います。特徴としては、教室での授業と

学内や自宅のPCからインターネットを通
じて受講できるオンデマンド授業を組み
合わせることで学習と実践、強化、応用
演習を効果的に行っているところです。
　その始まりは1997年。当時の奥島孝康
総長のもと、ITインフラ整備と英語教育
改革を同時に開始することになり、遠隔
教育システムによる英語教育の実験を文
学部で実施しました。現在の“Tutorial 
English”の原型です。翌年には早稲田大
学DCC（Digital Campus Consortium）
と共にネットワークを活用した異文化交
流プログラムの開発にも着手しました。こ
れは高麗大学校（韓国）、デ・ラ・サール
大学（フィリピン）、マラヤ大学（マレーシ
ア）、エセックス大学（イギリス）の学生と
早大生がお互いの国の習慣や文化につ
いてテキストチャット機能を使ってコミュ
ニケーションするものです。
　2001年には3つのレベルの“General 

Tutorial English”プログラムおよび学生
用の教材やチューター（講師）用の教材
を開発し、翌年にはオープン教育セン
ターの正規科目として開始しました。社
会で使える実用的な英語教育にするた
めには、高校までに学習した英語力を定
着させ、自動的に使えるようにしなけれ
ばなりません。そこで参考にしたのは語
学のコミュニケーション能力を6レベルに
分類した国際標準規格CEFR（Common 
European Framework of Reference for 
Languages）です。初めは、初級・中級・
上級の3つのレベルからスタートし、
2007年にようやく初級から上級までの
6つのレベル全てを完成させました。そ
れに合わせて、レベルごとの到達目標を
明確に設定したオリジナル教材を開発。
CCDL異文化交流実践講座では「ニュー
ヨーク・タイムズ」に載っている話題な
どを参考に「食の安全」「ワークライフ

最先端の応用言語学研究を取り入れた
早稲田の英語教育

社会に貢献する最新の研究を取り上げて紹介します。研究最前線
frontline of the study

“英語を学ぶなら早稲田で学べ”
実用的な英語教育の先駆け

最先端の研究領域“Learning Analytics and Knowledge（LAK）”。

学生の学習行動に関する詳細なログを取ってさまざまな視点から分析し、

学習環境や指導の改善に役立てている。
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バランス」「グローバル・パートナーシップ」
「起業家精神」「特許のライセンス問題」
といった、当時としては画期的なテーマ
を教材に取り入れました。国際人になる
ためのグローバルリテラシー（国際対話
能力）を養成するという意味で非常に有
益であり、「社会に出てからも役立つ」
と、実際に受講した学生からも好評を得
ています。

　 また、Web版 英 語能 力判定テスト
WeTECを用いて受講生の語学力に合っ
た受講レベルを選定しているほか、学習
達成度を測定するためのアチーブメント
テストを実施し、CEFRとの対応関係と
学習効果を継続的に検証しています。さ
らに、6回の授業ごとにレビューユニット
テストを行い、語

ご い

彙・慣用句・リスニング・
具体情報の聞き取り能力などが身につ
いているかを一人ひとりに対して細かく
評価します。
　現在進めているのはリーディングの
効果測定です。技術が進歩し、新しい
ツールが開発されることで教育の内容
が充実すると同時に、学習効果を詳細
に検証することができるようになりまし
た。例えば読解に関することでは、英語
能力レベル、学習への心構え、テーマに
対する興味、知識、ストラテジー、トップ
ダウン・ボトムアップ処理など、ページごと
に詳細な学習者ログを習得することで、

さまざまな視点から検証し
教育に反映させる“LAK”

時間軸に沿った学習者の行動や記事を
読むために費やす時間を把握することが
できます。多様な視点から効果を検証し、
学習指導の改善に活用しています。これ
は“Learning Analytics and Knowledge

（LAK）”といい、最先端の研究領域です。
こうした研究にかかわることができる
のも、ICT企業や理工学総合研究所の

「次世代e-learning」特別研究部会など
の協力があるからこそですね。
　今後もICT企業などと協力しながら、
スピーキング能力や、ライティング能力の
判定を自動化する方法を模索し、分析を
進め、フィードバックすることで“Critical 
Reading and Writing”をより効果的な
ものにしていきたいと考えています。

　私が英語教育にここまで注力するこ
とができたのは、「学生のために、早稲田
大学のためになることをしたい」という

強い思いがあったからです。どういっ
た学生を育てたいかを明示した大学の
ビジョンをもとに「英語で議論のできる
英語教育」という方針を出し、それに沿っ
て“Tutorial English”を開発しました。
開始直後に学生が「Tutorial English
はすごく良いぞ！」と友人に勧めている
様子を目にしたときは感動しましたね。
留学した学生からも「Tutorial English
で実践力をつけたおかげで留学先で
も困ることがありません」と感想をもら
いました。また学生の英語力がぐんと伸
び、初級と準中級が多かったスタート当
時と比べ、今では準上級の受講者が大
半という状況になっています。
　25年にわたる早稲田での研究生活
は楽しかった思い出でいっぱいです。
どんなに忙しくても、学生のためと思
えばエネルギーが湧いてきました。
2015年3月で定年退職となりますが、こ
れからも研究は続けていきたいと考え
ています。

学生のためとの思いが
研究を後押ししてくれる

中野美知子  
教育・総合科学学術院教授

プロフィール
なかの・みちこ
津田塾大学卒、同大学院修士課程、エジンバラ大学大学院修士課程・博士
課程修了。応用言語学博士。愛知大学に勤務中に2年間エジンバラ大学・
認知科学研究所で研修。1990年早稲田大学助教授、1992年教授。スタ
ンフォード大学言語情報研究所での研究を経て、2002年より遠隔教育セ
ンター所長（現在、大学総合研究センター副所長、教育方法研究開発部門

（CTLT）部門長）。2015年3月末で定年退職。主な著書に『英語は早稲田
で学べ―ネットワーク型教育が「大学英語」を変えた』（東洋経済新報社）、

『英語教育グローバルデザイン』（早稲田教育叢書）、『英語教育におけるメ
ディア利用』（英語教育学大系）等。

社会で使えるテーマを
取り入れた教材。

「ワークライフバランス」「起業
家精神」などの文字が並ぶ

“Tutorial Language Learning Program”Step 1

“Cross-Cultural Distance Learning
（CCDL：異文化交流実践講座）”Step 2

“Cyber Lectures And Cyber Seminars 
On-demand Course”Step 3

オープン教育センターでの英語教育（〜 2012年）

グローバルエデュケーションセンターでの英語教育
（Waseda Vision 150に合わせ2012年改定）

Step 1 “Tutorial Language Learning Program”    

Step 2 “Critical Reading and Writing”

Step 3 “Cyber Lectures And Cyber Seminars 
Cross-Cultural Distance Learning”

2014年度からは“Tutorial English”にパナソ
ニックのVSS（Voice and Script Synchronizer）
を導入。カラオケの画面のように発現。対話力の
向上を目指している

豊富なオーサリング機能

スラッシュ自動挿入機能
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［プロフィール］
かどの・えいこ
1935年東京生まれ。1957年早稲田大学教育学部英語英文学科卒業後、出版社勤務。1960年から
ブラジルに2年滞在し、1970年に作家デビュー。1989年に第1作が刊行された『魔女の宅急便』
（全6作、福音館書店）は、アニメ化、ミュージカル化、実写映画化された。同作で野間児童文芸賞など
多数受賞。主な作品に『ネッシーのおむこさん』（金の星社）、『アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけ』
シリーズ（ポプラ社）、『おおどろぼうブラブラ氏』（講談社）などがある。2000年紫綬褒章、2014年
旭日小綬章を受章。

児童文学作家

角野栄子さん

40年以上、児童文学作家として子ども

たちに夢を与え続けてきた角野さん。

数々の名作のなかでも、「魔女の宅急

便」シリーズは24年間に全6作が出版

され、1989年に製作された宮崎駿監督

のアニメ映画も大ヒットしました。

泉のように溢れ出るアイデアを紡ぎ、作

品を生み出す角野さんに、学生時代の

思い出や、作家になったきっかけなどを

語っていただきました。

―どのような学生時代を過ごされま

したか？

　当時は戦争が終わって数年経ち、

それまで封印されていた音楽や映画、

文学などの外国文化が一気に流れ込

んできた時代。そうしたなかで、私自身

も「英語を勉強したい」「外国のこと

をもっと知りたい」と思うようになり、

早稲田大学の教育学部英語英文学科

に入学しました。『ティファニーで朝食を』

の翻訳などで有名な龍口直太郎先生

のゼミに入り、研究室でコーヒーを飲み

ながら勉強や社会問題について話し

合ったり、ご自宅に伺ったりと、先生とも

親しく交流させていただきました。その

一方、授業には出ずに喫茶店で映画や

文学について友人たちと語り合うことも

多く、試験の点数はすれすれ。あまり良い

生徒ではなかったかもしれません（笑）。

　私は「人を押しのけてでも上に行き

たい」と思うタイプではありませんでし

たが、そういう学生も受け入れてくれる

早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

Message
to the next
generation

16



大らかな早稲田の校風が肌に合い、充

実した学生生活を送ることができまし

た。当時の大学には、先生方に対して

も率直に自分の考えを述べることがで

きる雰囲気があり、そのおかげで物怖

じせず人と付き合ったり、目上・目下と

いう関係にかかわらず人に平等に接し

たりできるようになりました。

―25歳でブラジルに渡り、帰国後は

児童文学作家としてデビューされます。

その経緯をお聞かせください。

　学生時代、作家になりたいと思った

ことはありませんでした。卒業後は出

版関連の仕事に就き、1年ほどで結婚。

その後、どこか海外に行きたいという

思いをかなえるために、移民としてブラ

ジルで2年間過ごし、そこで貯めた資金

をもとにヨーロッパ、米国、カナダを周遊

しました。帰国した1961年は東京オリ

ンピックを控え、国内に国際化の気運

が高まっていたころです。すでに大学を

卒業して何年も経っていたある日、龍口

先生から「このタイミングでブラジルに

行ってきたのなら、その話を本にしてみ

ないか？」と声を掛けていただきました。

それが児童文学作家になるきっかけと

なり、ブラジルの子どもを主人公にし

たノンフィクション『ルイジンニョ少年、

ブラジルを訪ねて』でデビューしました。

　実は大学3年生のころ、「児童文学の

翻訳がしてみたい」と龍口先生に相談

したことがあります。そのときに「君は

翻訳ではなく物を書くほうが向いてい

る」と言われたのですが、私は「英語

ができないから、翻訳はやめなさいと

いうことなんだ」と誤解し、落胆したの

を覚えています。今思うと、先生は私自

身も気付かなかったことを見抜いてく

ださっていたのかもしれません。

―児童文学作家としてご活躍されて

きたなかで、一番うれしかったことは何

でしょうか？

　一生続けても飽きない仕事を見つ

けたことです。1作目も2作目も、少し書

いてはまた書き直すということの繰り

返しでした。でも何度書き直しても、そ

れが全く苦にならないのです。そのと

きに「私は書くことが本当に好きなの

だ」ということに気付きました。また、そ

れまで漠然と持っていた自分の将来

に関する不安も消え、「書き続けてい

れば、この先の人生もしっかり歩いて

いける」という確信を持てるようになり

ました。これからも、この大好きな書く

こと、物語をつくることを続けていくつ

もりです。

―社会で求められるグローバル人材と

はどのようなものでしょうか。また、今の学

生に期待することもお聞かせください。

　グローバルな活躍ができる人という

のは、豊かな想像力を持っている人だ

と思います。私は全く言葉がわからな

いままブラジルに移住しましたが、4つ

ほど言葉を覚えたら、それらを使って

どれだけその人に気持ちを伝えられる

かを考え、想像力を駆使して会話をし

ていました。「この言葉とあの言葉をど

うやって組み合わせよう」「どういう口

調、表情にしよう」ということを、一瞬の

うちに考えて相手に伝えれば、コミュニ

ケーションは成り立ちます。想像＝イマ

ジネーションの力というのは人間が

持っている力の中で最も大切なもの

です。この力がコミュニケーションだけ

でなく、もうひとつの“そうぞう”である

クリエーション（創造）にもつながり、ひ

いてはグローバルな力になっていくの

ではないでしょうか。

　また、今の学生さんには内向き志向

の人が多い気がします。ぜひ冒険心を

持ってほしいですね。私たちの時代に

は、誰もやっていないことや新しいこ

とをやってみようという人が多くいて、

大いに刺激を受けました。この平和な

世の中ではそうした志を持つことは難

しいかもしれませんが、何か新しいわ

くわくすることに取り組んでほしいと

思っています。

「マイ・シューヴァルから始まって、北欧
ミステリーにはまっています」。写真は
マイ・シューヴァル／ペール・ヴァールー
著の『笑う警官』（角川文庫）
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大学の新しい組織・制度など、進化する大学のしくみについて解説します。
第4回は、大学・学生・校友間のネットワークの維持・発展に取り組む総長室校友課です。進化する大学

総長室校友課

全国で活躍する校友と大学とのネットワークを 強固に

■ 母校支援、後輩支援へ―「早稲田カード」

　校友課・校友会・各クレジットカード会社が連携し、校友・学生・父母
の皆様向けに発行しているカードで、1989年にスタートした母校支援・
後輩支援の一つ。カード利用代金の0.5%が大学に還元され、奨学金と
して後輩支援に充てられる。現在、6万名に及ぶ校友が利用している。
　「第二の学生証」とも言われ、さまざまなサービス※が受けられる。
2014年秋より、正会員校友の父母も校友会父母会員として、家族カード

（Parents Card）の申し込みが可能となった。

《早稲田カード特典》
● 『早稲田学報』の定期送付（年6回）
● 大学施設の利用（大学図書館の閲覧利用、大隈記念タワー最上階の
　「校友サロン」の利用）
●   講座受講料の割引（エクステンションセンターの入会金が割引）
●   抽選で早稲田スポーツ観戦に招待
●   全国各地の協力店での優待　など

　校友課では、早稲田大学に在籍した
すべての学生・教職員を対象とした
サービスを行っています。校友名簿の
管理をはじめ、ホームカミングデーの開
催、「早稲田カード」の運営・管理など、
多岐にわたります。一方で、学外組織で
ある早稲田大学校友会（同窓会組織）
事務局としての役割も担っています。校
友向けの広報誌『早稲田学報』（年6回
発行）の編集・発行のほか、校友会の
全国各地で開催される支部総会や地
区別商議員懇談会に参加し、校友の皆
さんに早稲田大学の現状や取り組みを
伝えています。
　どちらの業務も、最大の目的は校友

と大学のネットワークをこれまで以上に
強固にすることです。全国で活躍して
いる60万名に及ぶ校友と連携をするこ
とが大学の進化につながっており、全
国の校友との生涯にわたる連携の強化
を打ち出した“Waseda Vision 150”の
目指す姿と共通しています。

　そもそも、早稲田大学の校友会活動
は、純粋な母校愛からなるボランティア
精神で行われています。都道府県や市
区、卒業年次あるいは企業単位で組織
された1,300を超える稲門会を中心に校
友同士の親睦を深めると同時に、校友
と大学との密な関係を維持・発展させ

てきました。このつながりは早稲田大学
の第一回卒業生が出た翌年の1885年
から連綿と続いてきたものであり、国内
の大学の中ではトップクラスと言える校
友数と幅広いネットワークは、本学の大
切な財産です。大学としても深い母校
愛をベースにそれぞれの地域で活動さ
れる校友との関係を継続し、かつ拡大
したいと考え、さまざまな取り組みを進
めてきました。その一つが、地域コー
ディネーター制度です。職員の全管理職

（課長職以上）を地域コーディネーター
として都道府県に2名以上ずつ配置。
年一回、各都道府県の校友会支部で行
われる支部総会などに参加し、大学の
現状や取り組みを伝えると同時に、懇
親を深め、校友の声を吸い上げるように
心がけています。こうした全国各地とつ

60万名に及ぶ
校友をサポート

全国各地の校友との
つながりが早稲田の底力

各クレジットカード会社と連携した「早稲田カード」

連携

カード利用分の
一部が還元

カード利用契約
カード特典
サービス

校友・父母（準会員）

クレジットカード会社 大学

学生支援へ（奨学金）

還元金の活用
　現在年間約8,000万円（累計約16億円）が大学
に還元されており、すべて、首都圏以外の受験生を
対象とした入試前予約採用給付奨学金「めざせ！ 
都の西北奨学金」と、「早稲田カード奨学金」とし
て使用。
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総長室校友課

全国で活躍する校友と大学とのネットワークを 強固に

■  ホームカミングデー・稲門祭

　早稲田大学では卒業後15年目、25年目、35年目、
45年目、50年目を迎える校友を大学に招き、久しぶ
りの母校でのひとときを楽しんでいただく「ホームカ
ミングデー」と、本学で学生生活を送られた方々やそ
のご家族・ご友人など、また多くの早稲田ファンにお
楽しみいただく「稲門祭」を校友会の主催で開催し
ている。「稲門祭」は例年、校友の方々に発展を続け
るワセダを感じてもらうとともに、昔日を回顧し楽し
んでいただく早稲田大学校友会の最大イベント。

■ 地域との交流

　全国で活躍する校友との双方向のコ
ミュニケーションを目指し、大学・校友会に
対する意見を直接伺うことを目的として、
各都道府県に配置した地域コーディネー
ターが校友会支部総会や商議員懇談会に
参加。地区別の交流を深めている。
　また、地区別商議員懇談会と同時並行で早稲田大学地域交流フォーラ
ムを開催し、本学教員による講演会、地元出身学生による学生生活の発表
のほか、在学生の父母を対象とした教学や就職に関する説明会・相談会、
受験生向け進学相談会も実施している。

早稲田大学公認プロジェクト「Hello! WASEDA」

　2009年に発足した若手職員の有志によるプロジェクト。全国に早稲田の
魅力を発信し、長期的視点で大学の力を高めることを目的としている。早稲田
大学校友会支部、附属・系属校と連携し、地域在住の若手校友の発掘、大学
の最新情報の提供、校友会支部の活動のサポートなど、地域や校友会支部の
活性化につながるイベントを提供している。

ながる取り組みは、早稲田大学の底力
と言えるでしょう。
　また、地方出身者が集う学生サーク
ル「地方学生の会」とも連携を図り、地
方性を生かした活動にも積極的に取り
組んでいます。

　今後の目標は、“Waseda Vision 150”
の数値目標にも掲げられている校友会
費納入者を増やすことです。あまり知ら
れていない事実ですが、校友会費の約
半額は母校支援・後輩支援として大学
に寄付され、首都圏以外の高校出身者
を対象に受験前に入学後の奨学金を予
約採用する「めざせ！都の西北奨学金」

や、地方出身の学生と海外からの留学
生が共同で生活する国際学生寮WISH
などを支援しています。ほかにも、前述
した「早稲田カード」はカード利用額の
一部が大学に還元され、その還元金は
奨学金として後輩支援に充てられてい
ます。現在のカード会員は約6万名、毎
年およそ8,000万円が還元されており、
すべて奨学金という形で未来ある多く
の学生たちを支援してきました。
　“Waseda Vision 150”では、グロー
バルリーダーとして社会を支える卒業
生をはじめ、校友・地域との生涯にわた
る連携の強化が打ち出されています。
校友課としても、校友を核とする新たな
早稲田ファンの獲得および学生・校友
支援システムの構築を目指し、学内各
箇所と連携しながら校友が母校愛を

抱き続けられるような魅力ある大学づ
くりに取り組んでまいります。

校友から愛される
魅力ある大学を目指して

プロフィール　
ともがね・たかお
1990年早稲田大学入職。その後、演劇博物館、
政治経済学部事務所、理工学総合研究センター、
戸山総合事務センターを経て、総長室校友課長に
着任、現在に至る。

早稲田大学総長室校友課長
早稲田大学校友会事務局長

友金孝夫
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

index

30日

バルク材料のゼーベック係数を
外部電界によって自由制御することに成功

ESEARCH & EDUCATIONR

10月 October, 2014

30日-11月3日

第79回全日本学生ヨット選手権で
ヨット部が創部以来初の完全優勝
� ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

8日

第12回国際シンポジウム開催
「東アジアから1968年をみつめなおす」

CTIVITYA

8日

障がい学生支援交流会を開催
近隣7校から計33名の障がい学生と
支援学生が参加

CTIVITYA

ESEARCH & EDUCATIONR

14日

2014年度早稲田大学リサーチアワード
受賞者決定� ➡P3 Pick Up

NIVERSITYU

14日

2014年公認会計士試験（論文式試験）の
合格者が発表
本学大学院会計研究科の修了・在学者は
合計53名� ➡P21 Pick Up

24日

第66回全日本大学女子バスケットボール
選手権大会
バスケットボール部（女子）が3年ぶり
2度目の優勝� ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

25日

フランス新経済大臣
エマニュエル・マクロン氏が来校し講演

CTIVITYA

22日-24日

こども映画教室＠早稲田エンパク2014
是枝裕和�理工学術院教授が講師に
� ➡P23 Pick Up

CTIVITYA

29日

早稲田大学国際学生友好会（WIC）
「第49回留学生による
日本語スピーチコンテスト」開催

CTIVITYA

NIVERSITYU

11日

WASEDAサポーターズ倶楽部
エグゼクティブ・フォーラム2014を開催
� ➡P21 Pick Up

5日

第3回早稲田大学アプリケーション
コンテスト最終発表会

CTIVITYA

5日-2015年1月9日

文化推進部
「逍遙―思いを伝えた手紙と人―」展

CTIVITYA

10日

早稲田大学スペシャル・コンサート�
with�日本フィルハーモニー交響楽団
� ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

13日

フィギュアスケート・グランプリファイナル
羽生結弦選手（人科・eスクール在学）が
日本人初の大会連覇� ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

13日

シンポジウム「声と文学�第2回」を
東京大学の文学部と共同で開催

CTIVITYA

18日-2015年2月4日

坪内博士記念演劇博物館
「芝居町道頓堀の風景―大道具師
中村儀右衛門と芝居画家�山田伸吉―」展

CTIVITYA

12月 December

17日

シナプスのスパイン密度を
制御する仕組みの一端を解明
� ➡P22 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

13日-17日

MOSトランジスタの性能限界の予測に成功
理工・渡邉教授、大学院先進理工学研究科
修士2年・鈴木さんらの研究グループ、
世界最高耐圧を達成した
高性能ダイヤモンドトランジスタを開発
理工・川原田教授らの研究グループ、
「国際電子デバイス会議（IEDM）」で発表
� ➡P22 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

19日

循環型環境技術研究センター
㈱AZMECと共同で放射性元素の
新吸着剤「カテナチオPA（仮）」を開発
� ➡P23 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

9日

角田柳作記念国際日本学研究所を開設
� ➡P2 Pick Up

1月 January, 2015
3日

平山郁夫記念ボランティアセンターが
朝日新聞社の「第1回朝日みらい教育賞」
グローバル賞を受賞� ➡P23 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

7日

欧州大学院大学イェルク・モナー学長が
来校し講演

CTIVITYA

19日

第49回ホームカミングデー・稲門祭を開催
CTIVITYA

22日-26日

平成26年度全日本大学対抗
テニス王座決定試合で、庭球部が
男子10連覇、女子9連覇
� ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

11月 November
1日-2日

早稲田祭2014� ➡P25 Pick Up
CTIVITYA

30日

早稲田大学体育祭� ➡P25 Pick Up
CTIVITYA

14日

日本学生支援機構「平成26年度
優秀学生顕彰」を本学の学生6名が受賞

RIZEP

29日-2015年2月4日

演劇博物館「響きで紡ぐ�
アジア伝統弦楽器展」
開催

CTIVITYA

3日

會津八一記念博物館
「早稲田のなかの韓国美術」

CTIVITYA
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新体制がスタート

新理事・監事が就任しました
　総長の再任決定に伴い、鎌田総長を補佐して大学を運営する理事および大学の運営状況を監査する監事が決定しました。
任期は2014年11月8日から、理事が4年間、監事は2年間です。

名前 担当

副総長・
常任理事

橋本周司（理工学術院教授） 学事統括

島田陽一（法学学術院教授） 法人統括

常任
理事

大塚宗春（本学名誉教授） 財務

守田芳秋（職員） 職員組織統括

理事

佐藤正志（政治経済学術院教授） 教務

石山敦士（理工学術院教授） 研究推進

森田典正（国際学術院教授） 国際

大野髙裕（理工学術院教授） 情報化推進、経営企画

村上公一（教育・総合科学学術院教授） 学生、附属・系属校

李�成市（文学学術院教授） 文化推進

名前 担当

理事

恩藏直人（商学学術院教授） 広報、入試

齋藤美穂（人間科学学術院教授） 募金、校友連携

畑�惠子（社会科学総合学術院教授） 男女共同参画

村岡�功（スポーツ科学学術院教授） スポーツ振興

花尾能成（職員） 総務

萩原敏孝（株式会社小松製作所顧問、
一般社団法人日本経済団体連合会顧問） 学外連携

福田秋秀（株式会社エフテック取締役
相談役、校友会代表幹事） 校友連携

監事
星�德行（弁護士）　

渡邉正太郎（経済同友会終身幹事）　
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約130名の特別会員が参加

「WASEDAサポーターズ倶楽部 エグゼクティブ・フォーラム2014」開催
　2014年12月11日に「早稲田大学を
ご支援いただいている皆様との集い 
WASEDAサポーターズ倶楽部 エグゼ
クティブ・フォーラム2014」が開催され、
同倶楽部特別会員（本学名誉称号贈
呈者）約130名が参加されました。
　第1部では、鎌田総長より日頃のご
支援への御礼と大学の近況報告を行
い、脚本家・作家の山田太一氏（1958年

教育卒）の講演会が行われ、大学時代
をともに過ごした寺山修司氏との思い
出話や、今後の作品についての展望な
ど、貴重なお話をいただきました。
　第2部では、大学スポーツ界で活躍
する体育各部の監督や選手、また、同
倶楽部の支援を受けている学生団体
から御礼と活動報告を行いました。最
後は応援部のリードのもと紺碧の空・

早稲田大学校歌を斉唱し、盛会裏に
終えました。

山田太一氏による講演会
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2014年度公認会計士試験の合格者

早稲田大学大学院会計研究科から約4割
　2014年11月14日、公認会計士・監査
審査会が2014年公認会計士試験（論
文式試験）の合格者を発表し、そのう
ち本学大学院会計研究科（入学定員
100名）の修了・在学者は合計53名※で
した。会計専門職大学院修了・在学者
の論文式試験合格者総数に対し、同
研究科の修了・在学者が約4割を占め
ています。

　同研究科では、設立以来、アカウン
ティング・マインドを有し、またそれを
実践する能力をもつ会計専門家の養
成を目指しています。それに伴い、基
本的な事項から先端的な知識や実務
への応用力を身につけられるよう、

「会計＋1（プラスワン）」の考えの下、
体系的に編成されたプログラムを提供。
今回の試験結果を受け、さらに優秀な

人材を養成すべく今後も取り組んでい
きます。
※�同研究科が2014年12月1日時点で独自に合格者
名と同研究科の修了・在籍者名を名寄せして集計
した数値です。

公認会計士試験（論文式試験）合格者数

合格年 修了者 在学者 総数

2014年 24 29 53
2013年 14 39 53
2012年 23 22 45
2011年 18 33 51
2010年 27 27 54
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2つの研究グループが「国際電子デバイス会議（IEEE International Electron Device Meeting; IEDM）」にて発表

「研究の早稲田」から着実な成果

　川原田洋理工学術院教授らの研究
グループは、電気自動車や電車などの
省エネルギーに欠かせない、ダイヤモ
ンド半導体を用いたトランジスタにお
いて、20マイクロメーターの間隔で耐
圧1600V、耐熱400℃まで安定な動作
を可能とさせることに成功しました。
耐圧1600V、耐熱400℃は世界最高値

で、現在利用されているシリコントラン
ジスタ（耐熱温度約180℃）をはるか
に凌ぐ性能を持ちます。これにより
自動車や電車、ロボットなどの動力系
の消費電力を下げるなど、パワーエレ
クトロニクスへの大きな波及効果が
今後期待されます。
　この研究が認められ、米・サンフラ
ンシスコで2014年12月に開催された
インテル、サムスン電子、東芝など世界
有数のメーカーが競って発表する
半導体デバイス分野で最高峰の国際

会議「国際電子デバイス会議（IEEE 
International Electron Device 
Meeting; IEDM）」にて成果を発表
しました。

　渡邉孝信理工学術院教授、大学院
先進理工学研究科修士課程2年の
鈴木晃人さんらの研究グループは、
スマートフォンなどの電子機器の処理
能力を左右する、半導体LSIの基本素
子・MOSトランジスタの集積化限界を

決める要因を明らかにすることに成
功しました。鈴木さんは大学院に通う
修士課程2年生。大学の卒業研究の
頃から独自に開発した手法によると
いう同研究は、川原田洋教授ら研究
グループと同様、国際会議「IEDM」
でその成果を発表しました。
　本シミュレータは、コストパフォーマ
ンスが極めて高く、モデルの形状や
計算規模に対して高い自由度を与え、

トランジスタの研究を促進させること
が見込まれます。

ダイヤモンドトランジスタについてプレゼンする
川原田洋教授

修士２年生でありながら卓越した研究成果を挙げた
鈴木さん（手前）と、指導教員の渡邉孝信教授

世界最高耐圧の
高性能ダイヤモンドトランジスタで

自動車などさらなる省エネへ

修士2年・鈴木さん
ゲームなどで使われるGPUで

MOSトランジスタの性能限界を予測

精神・神経疾患の病態の解明に寄与

シナプスのスパイン密度を制御する仕組みの一端を解明　
　大島登志男理工学術院教授の研究
グループは、脳内で神経細胞が情報
伝達するために必要なシナプス（神経
細胞同士のつなぎ目）と、その一部で
あり神経伝達物質を受け取る役割を

担うスパイン（神経細胞の樹状突起に
あるとげ状の構造物）の仕組みにおい
て、スパイン形成に関与しているタンパ
ク質であるサイクリン依存性キナーゼ5

（以下、Cdk5）に注目し、Cdk5がスパイ
ンの形成・維持に必要であること※1と、
Cdk5の機能低下がシナプス伝達効率
の低下と記憶・学習機能の低下を招く
こと※2を明らかにしました。
　統合失調症などの精神神経疾患で
はスパイン密度の低下が認められて
おり、正常な高次脳機能にとっては
スパインが適切に形成され、一定の密度

で維持されることが重要とされていま
す。神経シナプスのスパイン密度を制
御する仕組みの一端が明らかになっ
たことで、精神・神経疾患の病態の解
明が進展することが期待されます。

※1：�本研究成果は、英国専門誌「Cerebral�Cortex」
のオンライン版に11月17日、掲載されました。

▶�Cyclin-Dependent Kinase 5 Regulates Dendritic 
Spine Formation and Maintenance of Cortical 
Neuron in the Mouse Brain

※2：�本研究成果は、理化学研究所脳科学総合
研究センター行動遺伝学技術開発チーム
との共同研究によるもので、オープンアクセ
ス雑誌「Molecular�Brain」のオンライン版
に11月18日、掲載されました。

▶�Cdk5/p35 functions as a crucial regulator of spatial 
learning and memory
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変異マウスにおける空間学習の障害
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「こども映画教室@早稲田エンパク2014」

是枝裕和監督の指導のもと、小学生が映画製作
　2014年11月22日から24日の3連休中
に開催された演劇博物館主催「こども
映画教 室@早稲田エンパク2014」。
是枝裕和監督（理工学術院教授）の
指導のもと、小学生30名が自らの足で
早稲田の街の“？”を見つけ、取材・撮
影・編集を行い、最終日には早稲田大学
大隈小講堂にて舞台挨拶付きで自作品
の上映会を行うなど密度の濃い3日間
を過ごしました。
　是枝監督による「今回のテーマは

（自分が）分からないことについての
映画です。街に出て、自分が分からな
いものを探してください」という開始
前の説明に、生徒からは「どこまで遠
くに行っても良いの？」などと質問が
盛んに飛び交い、和やかな雰囲気の
もと撮影が進みました。
　今回、是枝監督はあえて「映画と
は何か」を語らず、自分たちで考え行
動するよう指導を心がけたそうです。
生徒たちは自ら道行く人に撮影許諾

を取り、積極的に取材を行うなど、自
由な環境での作品制作を通して多く
の学びを得たようでした。

監督によるレクチャータイム

汚染水処理や中間貯蔵施設で効果

新しい吸着剤「カテナチオPA（仮）」を開発
　本学循環型環境技術研究センター

（所長・松方正彦理工学術院教授）と
株式会社AZMEC（岐阜県美濃市）は、
セシウムやストロンチウムなどの放射性
元素を吸着する、安価かつ耐久性を向
上させた新しい吸着剤「カテナチオPA

（仮）」の開発に成功しました。
　シリカとアルミニウムを原材料とす
る無機ポリマー質吸着剤で、極めて
高価だった従来品に比べ1kg当たり
600円程度と安価なうえ、製造も容易

であり、耐酸性・耐アルカリ性に優れ
ています。また、中間貯槽の期限とされ
る少なくとも30年間は取り換える必要
がないことから、
長期にわたる活用
が可能に。原発の
汚染水処理のほ
か、現在計画され
ている放射性廃
棄物の中間貯蔵
施設などで、放射

性物質が外部に漏えいすることを防ぐ
など、安全面での大きな貢献が期待さ
れます。
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汚染水処理や
中間貯蔵施設で効果が
期待されるカテナチオPA

記者説明会で発表する開発者の山崎淳司教授と
正田武則代表取締役（奥）
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平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

「第1回朝日みらい教育賞」グローバル賞を受賞
　先進的な学びの試みを応援するた
め、朝日新聞社が2014年に創設した

「朝日みらい教育賞」。本学平山郁夫
記念ボランティアセンター（WAVOC）
が、その先進的な取り組みを評価さ
れ、応募総数279団体の中から、栄え
ある第1回朝日みらい教育賞グローバル
賞を受賞しました。
　グローバル時代に生きるための力
を重視した教育を表彰する「グローバ
ル賞」。これを力に、WAVOCは2015年

も、ボランティア関連の科目やさまざ
まな分野におけるボランティアプロ
ジェクトを今後ますます拡充し、より
多くの学生が国内外の社会貢献活動
において貢献できる人材となるよう、
また、学生の社会でのさまざまな体
験を学びやキャリア形成に生かせる
よう、教育研究開発に取り組んでいき
ます。
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伝統あるサントリーホールでプロの演奏家たちと共演

「早稲田大学スペシャル・コンサート 
with 日本フィルハーモニー交響楽団」を開催
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　2014年12月10日、早稲田大学文化
推進部主催の「早稲田大学スペシャル・
コンサート with 日本フィルハーモニー
交響楽団」がサントリーホールにて
開催されました。このコンサートは、
早稲田大学グリークラブ、早稲田大学・
日本女子大学室内合唱団、早稲田実業
学校吹奏部・音楽部、早稲田摂陵高等

学校ウィンドバンドといった、いわば
中・高・大の音楽「専攻」生たちが、関西
フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者
の藤岡幸夫氏と日本フィルハーモニー
交響楽団というプロの演奏家たちと共
演するスペシャル企画です。伝統ある
サントリーホールを会場に、ワーグナー
やヴェルディをはじめとする圧巻のス

テージが繰り広げられました。コンサート
の最後には、出演者とフロアが一緒に
なって早稲田大学校歌や「早稲田の
栄光」を歌い、心地よい感動と余韻と
ともに幕を閉じました。

多くの体育各部が学生日本一を達成

体育各部が文武両道を実践！

日本男子初の快挙を達成！

羽生結弦選手がグランプリファイナル連覇
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ます。表の通り学生日本一を達成する
と共に、学生アスリートが学業と部活
動を両立し、社会性と豊かな人間性を
兼ね備えた人格形成を目指す「早稲田
アスリートプログラム（WAP）」の活動
に多くの部員が参加しました。

　2014年12月14日、フィギュアスケートの
グランプリファイナル最終日がスペイン・
バルセロナで開催され、羽生結弦選手

（人間科学部通信教育課程 eスクール
在学＝東北高、ANA所属）が、日本男
子初のグランプリファイナル連覇を果
たしました。羽生選手は、ショートプロ

グラム94.08点で首位発進、続くフリー
では、見事に、4回転サルコー、4回転
トーループを決めるなど「オペラ座の
怪人」を演じきり、自己ベスト194.08点
をマークし1位。合計288.16点の今期
世界最高得点で優勝しました。また、
羽生選手は、第83回全日本フィギュア

スケート選手権大会（12月26日開催、
長野市・ビッグハット）でも3連覇を果
たしました。

団体大学日本一
部名 大会名 結果

庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体戦：優勝
女子団体戦：優勝

ヨット部 第79回全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝

合気道部 第45回全日本学生合気道競技大会 男子乱取団体戦：優勝
女子乱取団体戦：優勝

バスケットボール部 第66回全日本大学女子バスケットボール選手権大会 女子：優勝

早稲田アスリートプログラム（WAP）の一例
カテゴリ プログラム名

アスリート
としての
教養プログラム

アスリートセミナー
「オリンピック実況アナウンサーを目指して」
刈屋富士雄氏
（NHKエグゼクティブアナウンサー、
1983年社学卒、漕艇部OB）
アスリートセミナー「自立〜自ら考え行動する〜」
阿久根謙司氏
（FC東京代表取締役、1984年商卒、野球部OB）

キャリア形成支援
プログラム

就職活動ガイダンス・就職活動体験報告会

インターンシップ

カテゴリ プログラム名

ボランティア・
地域貢献
プログラム

2014早稲田スポーツフェスタin東伏見を開催
バレーボール部女子が
スペシャルオリンピックスの活動に参加
野球部が東北での野球教室・交流試合を実施

競走部、野球部が視覚障がい者の「伴走ガイド」を実施

ア式蹴球部がブラインドサッカー世界選手権への協力

国際交流
プログラム

高麗大学定期戦
（ア式蹴球部、ラグビー蹴球部、バスケットボール部）
スキー部がフィンランドで集中練習

総長訪問時の羽生選手（2014年4月）
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　「気づけ、キミも主役だ。」をキャッチ
コピーに掲げ開催された今年の早稲田
祭は、学生の手により11月1日・2日に
開催されました。ゼミやサークルでの
研究内容を実践する「実践企画」をはじ
め、学生の表現する「早稲田文化」の
詰まった企画は430にも上り、初日は小雨
の中始まったものの、約16万名の人々
を魅了し、盛況の中幕を閉じました。

　一方、10月30日を中心に開催された
体育祭は、都内の大学を徒歩で巡る
Tokyoハイク2014を皮切りに、各キャ
ンパスで全14種目が行われました。
約2,752名の参加者たちは、秋晴れの
空の下、スポーツを通じて交流と親睦
を深めました。
　また、早稲田文化を社会に発信する

「早稲田文化芸術週間2014」は10月
13日から28日に開催。「文化推進学生
アドバイザー」が中心となって企画・
運営した「日本舞踊と早稲田大学〜
伝統と希望〜伝統芸能のこれから」、

「早稲田文化特論①日本が誇る居酒
屋空間、②早稲田が生んだ？ 世界の
ムラカミ??、③最も身近な経済学実
験」のほか17のイベントが行われまし

た。近隣商店街の協力のもと、例年以
上にワセダ全体が文化・芸術色に染
まった2週間となりました。
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「早稲田の秋」を体感できる3大イベントが賑やかに！

早稲田祭・体育祭・文化芸術週間

 2015年度入学式

1.学部合同入学式	 4月1日㈬	 戸山キャンパス	記念会堂

第1回 9：30 政治経済学部� 法学部� 文学部

第2回 11：45
教育学部� 人間科学部（通信教育課程含む）
国際教養学部

第3回 14：15 文化構想学部� 商学部� 社会科学部

第4回 16：15
基幹理工学部� 創造理工学部� 先進理工学部
スポーツ科学部

■お知らせ
2014年度卒業式および大学院学位授与式について

1.学部合同卒業式、芸術学校・川口芸術学校卒業式および大学院学位授与式　　戸山キャンパス	記念会堂

2.高等学院中学部卒業式	 3月20日㈮　9：30　学院講堂　／　高等学院卒業式　3月20日㈮　13：30　学院講堂
3.本庄高等学院卒業式	 3月8日㈰　12：30　本庄市民文化会館

3月25日㈬

第1回 9：40
政治経済学部� 法学部� 政治学研究科� 経済学研究科� 法学研究科
公共経営研究科� 法務研究科

第2回 12：00
第一文学部� 第二文学部� 文化構想学部� 文学部� 社会科学部
文学研究科� 社会科学研究科

第3回 14：50
教育学部� 商学部� 商学研究科� 教育学研究科� ファイナンス研究科
会計研究科� 教職研究科

3月26日㈭

第4回 10：00
人間科学部（通信教育課程含む）� スポーツ科学部� 国際教養学部� 人間科学研究科
スポーツ科学研究科� アジア太平洋研究科� 日本語教育研究科� 国際コミュニケーション研究科

第5回 13：00
理工学部� 基幹理工学部� 創造理工学部� 先進理工学部� 芸術学校
川口芸術学校� 基幹理工学研究科� 創造理工学研究科� 先進理工学研究科
国際情報通信研究科� 情報生産システム研究科※� 環境・エネルギー研究科

※�情報生産システム研究科は、博士学位受領者と修士総代は記念会堂にて、それ以外は北九州学術研究都市会議場にて挙行

2.大学院合同入学式	 4月2日㈭	 10：00	 戸山キャンパス記念会堂
※情報生産システム研究科は北九州学術研究都市会議場にて挙行

3.高等学院入学式	 4月8日㈬	 10：00	 大隈講堂
		高等学院中学部入学式	 4月8日㈬	 13：30	 大隈講堂

4.本庄高等学院入学式	 4月7日㈫	 13：00	 大隈講堂

5.芸術学校入学式	 4月2日㈭	 18：30	 西早稲田キャンパス
	 	 	 63号館03会議室

早稲田祭EndingFestivalの模様

スポーツを通じた交流と親睦

「石橋」（連獅子の後ジテ）を演じる、
六代目�花柳芳次郎
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本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。
※（　）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

BooksWebsite

https://www.youtube.com/user/wasedaPR
早稲田大学YouTube公式アカウント

早稲田大学ではYouTube公式アカウントを運営し、各種動画を掲載していま
す。早稲田大学の1年間のトピックスをまとめた「早稲田大学トピックス」を
中心に、各キャンパスの風景、卒業式や入学式の当日の模様など、四季折々の
早稲田キャンパスの模様を動画でご覧いただけます。

■	『日本語でインターアクション	INTERACTION	in	JAPANESE』
	 武田誠（日本語教育研究センター）他著　凡人社　2014年1月
■	『会計基準の読み方Q&A100』
	 秋葉賢一（商学学術院）著　中央経済社　2014年2月
■	『現場で使える原価計算』
	 清水孝（商学学術院）著　中央経済社　2014年6月
■	『官能評価活用ノウハウ・感覚の定量化・数値化手法』
	 長沢伸也（商学学術院）他執筆　株式会社技術情報協会　2014年6月
■	『生き延びるための世界文学	21世紀の24冊』
	 都甲幸治（文学学術院）著　新潮社　2014年10月
■	『バーダマン先生のリアルな英会話フレーズ』
	 ジェームス・バーダマン（文学学術院）著　明日香出版社　2014年10月
■	『未来の社会学』
	 若林幹夫（教育・総合科学学術院）著　河出書房新社　2014年10月
■	『会計人のための楽しく学ぶビジネス英語』
	 ダニエル・ドーラン（商学学術院）他著　同文舘出版　2014年10月
■	『寄らば斬るぞ！	新国劇の世界』
	 児玉竜一（文学学術院）監修　早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
	 2014年11月
■	『新潮ことばの扉	教科書で出会った名詩一〇〇』
	 石原千秋（教育・総合科学学術院）監修　新潮文庫　2014年11月
■	『異業種に学ぶビジネスモデル』
	 山田英夫（商学学術院）著　日本経済新聞出版社　2014年11月
■	『Resilience	Engineering	in	Practice:	Becoming	Resilient』
	 小松原明哲（理工学術院）他執筆　Ashgate	Pub	Co　2014年11月
■	『早稲田文学	2014年冬号』
	 早稲田文学会編　筑摩書房　2014年11月
■	『熟議の日	普通の市民が主権者になるために』
	 B・アッカマン他著、川岸令和／谷澤正嗣（以上、政治経済学術院）他訳
	 早稲田大学出版部　2015年1月

今号のオススメ
『待ち行列理論の基礎と応用』
豊泉洋（商学学術院）他著　共立出版　2014年10月

東京駅記念スイカから初詣や福袋の初売りまで、年末年始、
いたるところで順番待ちの行列が現れた。このような待ち行
列、実は数学的にたくさんの面白い性質を持っている。理工系の
学生向けのテキストであるため数理的手法での解析が中心と
なっているが、待ち行列の性質に興味がある人にもおすすめの1冊。

『五十嵐日記 古書店の原風景 古書店員の昭和へ』
和田敦彦（教育・総合科学学術院）他編　笠間書院　
2014年11月

早稲田で50年近い歴史を持つ、日本文学や日本史に強い古
書店、五十嵐書店を創業した五十嵐智氏の若かりし頃の日記。
氏は昭和28年、19歳の時に山形から上京し、神田の古書店
南海堂で10年間働いた後独立したが、本書はその間の独立前夜の日記である。
五十嵐智、河内聡子、中野綾子、和田敦彦、渡辺匡一で編集、年表・索引等付録
資料多数。

早稲田大学の最新情報をお伝えします。リアルタイムで情報を発信するWebサイトをはじめ、
先生方の著書、各種イベントなどぜひご参照ください。Waseda Trend

Pick Up
オススメ動画

■お知らせ
2015年度 早稲田大学大学暦

入学式
学部 	4 月	 	1日㈬
大学院 	4 月		2日㈭

春学期

春学期開始日 	4 月	 	1日㈬
授業終了 	7月31日㈮

夏季休業
自 	8 月		1日㈯
至 	9 月20日㈰

9月学部卒業式、芸術学校卒業式および大学院学位授与式 	9 月20日㈰
9月入学式 	9 月 21日㈪

秋学期

秋学期開始日 	9 月 21日㈪
創立記念日 10月 21日㈬

冬季休業
自 12月23日㈬
至 	2016 年1月5日㈫

授業終了 	2 月		4日㈭

春季休業
自 	2 月		5日㈮
至 	3 月 31日㈭

学部卒業式、芸術学校卒業式および大学院学位授与式
	3 月25日㈮
	3 月26日㈯

■ 留学生のインタビュー
晴れて卒業を迎えた博士学位取得者たちに、
「専門としていた研究について」「今後、社会そ
して世界にどのように貢献していきたいか」「あ
なたにとって早稲田とは？」という3つの質問
をしたインタビュー。今後は2014年度入学式後の新1年生や、卒業式後の
学部生へのインタビューもUP予定。

■ 早稲田大学 TOPICS 2013-2014
さまざまな学術研究成果をはじめ、学内外に向
けた展覧会や国際シンポジウム、世界中から来
校した著名人、イベント・恒例行事、オリンピッ
クに出場した選手や優秀な成績を収めた体育
各部など、2013年7月から2014年6月までの早稲田大学における叡智の
歩みを一挙に紹介。

■ 鎌田薫総長・弘兼憲史さん・隅修三さん 座談会
早稲田大学校友広報紙「西北の風」特別企画。
『島耕作』シリーズで知られる漫画家の弘兼憲史
氏（法卒）と、そのモデルとも言われる東京海
上ホールディングス会長・隅修三氏（理工卒）、
鎌田薫総長（法卒）。同級生3名が、早稲田大学
が育成すべきグローバルリーダーとはどのような人材かを語った。
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會津八一記念博物館
①黄檗僧の書と明清美術　②會津博への贈り物Ⅱ

会場		會津八一記念博物館
　　①2階	常設展示室　②1階	富岡重憲コレクション展示室
日程		①3月1日㈰〜4月19日㈰
　　	費隠・隠元や木庵など黄檗僧の書に中国明清時代に制作された絵画、
工芸作品をあわせて展示します。

　　②3月1日㈰〜4月19日㈰
　　	2014年度に會津八一記念博物館に寄贈された作品を中心に、これ
まで受贈した作品を展示します。

問 			會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
	　E-mail：aizu@list.waseda.jp

大学史資料センター
春季企画展・学徒たちの戦場―戦後七〇年

会場		會津八一記念博物館	企画展示室　日程		3月25日㈬〜 4月25日㈯
戦後70年という節目の年にあらためて戦争と学徒の関係を問います。
問 			大学史資料センター　TEL：042-451-1343
	　http://www.waseda.jp/archives/

演劇博物館
①新収蔵品展（仮）
②「プロジェクション・メディアの考古学
  　―幻燈スライドの博物誌」展（仮）

会場		演劇博物館
　　①1階	六世中村歌右衛門記念特別展示室　②2階	企画展示室
日程		①3月10日㈫〜未定
　　	近年新たに収蔵された世界各地の演劇・映像関連の資料をご紹介
します。普段あまり目にすることのできない貴重な資料をご堪能いた
だけます。

　　②4月1日㈬〜 8月2日㈰
　　	映画以前に存在したプロジェクション・メディアである幻燈、写し絵の
所蔵コレクションを紹介し、プロジェクション・メディアの過去と現在を
一望します。

問 			演劇博物館　TEL：03-5286-1829　http://www.waseda.jp/enpaku/

エクステンションセンター
早稲田大学オープンカレッジ開講式

会場		大隈記念講堂	大講堂　日程		4月4日㈯　10：30 〜13：10
毎年4月に実施する開講式は、「どなたでも学べる」オープンカレッジの
始業式です。前年度の修了者への証書授与式や、講演会も行います。一般
の方もご自由にご参加いただけます。
《主な内容》式辞、修了証書授与式、グリークラブ演奏、
記念講演会：「老いを楽しむ」（中村好男スポーツ科学学術院教授）
問 			エクステンションセンター　http://www.ex-waseda.jp
	　TEL：03-3208-2248（月〜土　9：30 〜17：00）
	　E-mail：wuext@list.waseda.jp

校友会Welcome Party ―卒業式前夜祭―

会場		リーガロイヤルホテル東京	3階	ロイヤルホール
日程	 	3月24日㈫
　　①16：00 〜17：20	 政経・法・教育・商・社学・国教
　　	②18：20 〜19：40	 一文・二文・文構・文・理工・基幹・創造・先進・
	 	 人科・スポ科・芸術学校・川口芸術学校
　　	卒業生を新たな校友として迎えるにあたり歓迎行事を開催します。
パーティーは立食形式となっており、楽しいイベント盛りだくさんです！	
※参加費無料

問 			早稲田大学校友会事務局　TEL：03-3202-8040
	　http://www.wasedaalumni.jp/welcomeparty/

第6回早稲田狂言の夕べ

会場		大隈記念講堂	大講堂　日程		4月21日㈫　17：30 〜19：00
校友で人間国宝の野村万作氏、推薦校友の野村萬斎氏をはじめ、豪華ゲスト
による狂言のイベントです。
※詳細は、2月以降に下記「早稲田文化」Webサイトに掲載予定
問 			文化企画課　TEL：03-5272-4783　http://www.wasedabunka.jp/

競技スポーツセンター
「早稲田スポーツ展 ―仰ぐは同じき理想の光―」

会場		ワセダギャラリー（27号館	地下1階）
日程		3月25日㈬〜 4月2日㈭
早大生アスリートの活躍を追って全国で撮影した早稲田スポーツ新聞会の
スポーツ写真をはじめ、競技スポーツセンター所蔵の映像、世界で活躍する
トップアスリートのユニフォームやグッズを公開します。
問 			競技スポーツセンター　TEL：03-5286-3757
	　http://waseda-sports.jp/

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
春のボランティアフェア

会場		早稲田大学国際会議場　日程		4月30日㈭
本気でボランティアに取り組む学生が一堂に会します。また、世界・日本の
問題をボランティア体験をもとに発信するコンテストを実施します。
問 			平山郁夫記念ボランティアセンター　TEL：03-3203-4192
	　http://www.waseda.jp/wavoc/

奨学金のお申し込み・返還について
■奨学金を希望する在学生の保証人の方へ
　奨学金の出願には、ご家族の収入に関する書類等を提出する
必要がありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。日程・
必要書類等の詳細は、冊子『2015年度版奨学金情報Challenge』
（学部・研究科事務所で配布中）をご覧ください。

■日本学生支援機構奨学金を利用した
　卒業見込者の保証人の方へ
　貸与終了を迎えられる方が、リレー口座（返還用振替口座）未加入
の場合には、至急金融機関窓口での加入手続きをご指導願います。
なお、進学などにより2015年4月以降も在学する場合、「在学届」の
提出により返還猶予が可能です。詳細は貸与終了時配布の冊子『返
還のてびき』をご確認ください。

問 			奨学課　http://www.waseda.jp/syogakukin/
	　TEL：03-3203-9701　E-mail：syogakukin@list.waseda.jp

本学で4月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。詳細は、直接【問い合せ先】にご確認ください。
その他のイベントにつきましては、本学Webサイト（http：//www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

Events3–4月



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
お寄せください。

■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/

※CAMPUS NOWは年4回発行の予定です。次号は、5月1日発行を予定しています。

■発行　早稲田大学　広報室広報課Ⓒ　 
            〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104
             Tel：03-3202-5454　e-mail：koho@list.waseda.jp
■制作協力　産業編集センター

【キャンパス ナウ】2015年2月1日発行 通号214号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

早稲田の風
景

表紙　青木美和（水彩画家、1986年第二文学部卒）

東西線早稲田駅から徒歩5分
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